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─────────────────────────────────────────── 

平成31年 壱 岐 市 議 会 定 例 会 １ 月 会 議 会 議 録（第１日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                    平成31年１月21日 午前10時00分開会（開議） 

日程第１ 会議録署名議員の指名 
15番 豊坂 敏文 

１番 山川 忠久 

日程第２ 会期の決定 341日間 決定 

日程第３ 審議期間の決定 １日間 決定 

日程第４ 報告第１号 
平成２９年度壱岐クリーンエネルギー株式

会社に係る経営状況の報告について 

企画振興部長説明、質疑なし、 

報告済 

日程第５ 議案第１号 
平成３０年度壱岐市一般会計補正予算（第

６号） 

財政課長説明、質疑なし、 

委員会付託省略 

討論なし、可決 

日程第６ 同意第１号 壱岐市固定資産評価員の選任について 
市長説明、質疑なし、 

委員会付託省略 

討論なし、同意 

日程第７ 議員派遣の件  

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

（議事日程第１号に同じ） 

────────────────────────────── 

出席議員（15名） 

１番 山川 忠久君       ２番 山内  豊君 

３番 植村 圭司君       ４番 清水  修君 

５番 赤木 貴尚君       ６番 土谷 勇二君 

７番 久保田恒憲君       ９番 音嶋 正吾君 

10番 町田 正一君       11番 鵜瀬 和博君 

12番 中田 恭一君       13番 市山  繁君 

14番 牧永  護君       15番 豊坂 敏文君 

16番 小金丸益明君                 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 
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────────────────────────────── 

欠  員（１名） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

事務局長    米村 和久君   事務局次長 村田  靖君 

事務局係長   折田 浩章君                

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

市長 …………………… 白川 博一君  副市長 ………………… 眞鍋 陽晃君 

総務部長 ……………… 久間 博喜君  企画振興部長 ………… 本田 政明君 

市民部長 ……………… 原田憲一郎君  保健環境部長 ………… 髙下 正和君 

建設部長 ……………… 永田秀次郎君  農林水産部長 ………… 井戸川由明君 

教育次長 ……………… 堀江 敬治君  消防本部消防長 ……… 下條 優治君 

総務課長 ……………… 中上 良二君  財政課長 ……………… 松尾 勝則君 

会計管理者 …………… 平田恵利子君                     

────────────────────────────── 

午前10時00分開会 

○議長（小金丸益明君）  皆さん、おはようございます。改めまして、新年明けましておめでとう

ございます。市民皆様には、希望に満ちた新春をお迎えのことと心よりお慶びを申し上げます。 

 本年は、年号が変わり新しい時代の幕があけようとしています。私たち議会は、未来に展望の

持てるまちづくりを目指し、市民皆様の負託に応えるべく市政の諸問題解決に向け邁進していく

所存でございます。本年もより一層市民皆様の御理解、御協力のほど、どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

 会議に入る前に、あらかじめ御報告いたします。壱岐新報社ほか２名の方から、報道取材のた

め撮影機材等の使用の申し出があり、許可をいたしておりますので御了承願います。 

 ただいまの出席議員は１５名であり、定足数に達しております。 

 監査委員より例月出納検査の報告書が提出されており、その写しをタブレットに配信しており

ますので、御高覧をお願いします。 

 ただいまから、平成３１年壱岐市議会定例会を開会します。 

 これより１月会議を開きます。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名 
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○議長（小金丸益明君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 １月会議の会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、１５番、豊坂敏文議員、１番、

山川忠久議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定 

○議長（小金丸益明君）  日程第２、会期の決定を議題とします。 

 本定例会の会期につきましては、去る１月１１日に議会運営委員会が開催され、協議されてお

りますので、議会運営委員長に対し協議結果の報告を求めます。町田議会運営委員長。 

〔議会運営委員長（町田 正一君） 登壇〕 

○議会運営委員長（町田 正一君）  おはようございます。議会運営委員会の報告をいたします。 

 平成３１年壱岐市議会定例会の会期日程（案）、１月会議の審議期間（案）及び議事運営につ

いて協議のため、去る１月１１日、議会運営委員会を開催しましたので、その結果について報告

いたします。 

 本定例会の会期日程（案）につきましては、壱岐市議会通年議会実施要綱第２条第１項により、

本日から１２月２７日までの３４１日間とする旨、申し合わせをいたしました。 

 また、定例会１月会議の審議期間（案）につきましては、本日１日間とすることにいたしまし

た。 

 本定例会１月会議に提案されます案件は、報告１件、補正予算１件、同意１件、合計３件とな

っております。 

 本日は、会期の決定、審議期間の決定、本日送付された議案の上程、説明を受け、審議、採決

を行います。 

 以上が、平成３１年壱岐市議会定例会の会期日程（案）、１月会議の審議期間（案）及び議事

運営の内容であります。本年も円滑な議会運営に御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

〔議会運営委員長（町田 正一君） 降壇〕 

○議長（小金丸益明君）  お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、本

日から１２月２７日までの３４１日間としたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は、本日から１２月

２７日までの３４１日間と決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．審議期間の決定 

○議長（小金丸益明君）  日程第３、審議期間の決定を議題とします。 
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 お諮りします。１月会議の審議期間につきましては、先ほどの議会運営委員長の報告のとおり、

本日１日としたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  異議なしと認めます。よって、１月会議の審議期間は、本日１日と決定

いたしました。 

 ここで、白川市長より発言の申し出があっておりますので、これを許します。白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  皆様、おはようございます。平成３１年壱岐市議会定例会の開会及び

１月会議の開催に当たり、御挨拶を申し上げます。 

 市民皆様、議員各位におかれましては、お健やかに輝かしい新年を迎えられたことと、心から

お喜び申し上げます。 

 早いもので１月も半ばを過ぎ、これまで、壱岐市消防出初め式、壱岐の島新春マラソン大会、

成人式と新年の幕あけを飾る大きな行事を、市民皆様を初め関係皆様の御理解と御協力により滞

りなく開催することができましたことについて、厚く御礼を申し上げます。 

 本年は、今上天皇が４月３０日に退位され、新天皇が翌５月１日に即位されることとなってお

り、３０年にわたる平成が終わり、新しい時代を迎える節目の年に当たります。 

 私にとりましては、壱岐市政を担わせていただいてから３期目の実質的な最終年を迎えますが、

改めてその職責の重さを痛感し、公約実現に向けて身の引き締まる思いであります。 

 さて、本市の財政状況について、これまで中期財政計画に基づく計画的な財政運営及び市債の

繰り上げ償還など財政の健全化に取り組んでまいりました結果、現在、壱岐市の財政状況は健全

に推移しております。 

 しかしながら、長引く地方経済の低迷や人口減少などにより、地方税等の自主財源への確保は

難しく、地方交付税や臨時財政対策債などへの依存度が高い財政運営が続いている状況にありま

す。地方交付税につきましては、合併に伴う特例措置である合併算定替えの段階的縮減が終わり、

平成３１年度からは一本算定となるなど、財源確保がなお一層厳しくなる見込みであります。 

 また、人口減少や少子高齢化などの諸課題が全国の各自治体を取り巻く状況の中、本市におき

ましては、平成２９年４月に施行された有人国境離島法、昨年６月のＳＤＧｓ未来都市の選定な

ど、国や県などの強力な後押しを受け、各施策の実現に向けて邁進している最中であります。 

 次に、壱岐市自治基本条例について昨年の市議会１２月会議において御提案申し上げ、満場一

致の可決成立をいただいたところでありますが、本条例は、自治の基本原則及び市政運営に関す

る基本的事項を定めることにより、市民皆様、市議会、行政等が互いに理解を深め、信頼し合う

関係を築くことで、市民皆様を主体としたまちづくりの実現を図ることを目的としております。
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地域の課題はそれぞれの地域で異なっており、そこに住んでおられる方々がお互いに知恵を出し

合い、課題解決に向けて取り組んでいくことが究極の地域振興策だと考えておりまして、本年

４月から、これは仮称でございますけれども、地域協議会という各小学校区単位で新しいコミュ

ニティーを編成し、地域の活性化を図ってまいりたいと考えております。本条例に基づき、今後、

市民皆様の御理解をいただきながら、本市におけるさまざまな課題等に対し地域の皆様、そして

行政、市議会が、まさに三位一体、一丸となって取り組んでいける体制づくりを進めてまいりま

すので、市民皆様の御理解とさらなる市政への参画を賜りますようお願い申し上げます。 

 さて、平成３０年９月から実施しております「いきっこ留学制度」については、「里親留学」

「孫戻し留学」「親子留学」の３つのタイプがあり、この中で「里親留学」については、児童生

徒を受け入れていただける里親が必要となります。平成３１年度の留学予定者は、継続を含め現

在１８名となっておりまして、このうち新たに９名が里親留学を希望され、里親になっていただ

ける方が不足している状況にあります。里親になっていただける方に対して、留学生１人当たり

月７万円の補助制度もあります。里親を受けていただける方、検討してみようと思われる方につ

いては、ぜひ教育委員会まで御連絡いただければと思っております。市民皆様の御理解、御協力

をよろしくお願いいたします。 

 次に、去る１月１７日にインド企業の皆様が来島され、意見交換を行いました。報道でもあり

ましたけれども、前日の１月１６日に、長崎県庁において長崎県の企業関係者とインドの企業関

係者による情報交流組織づくりに向けた覚書が交わされ、インドのＩＴ企業２社が本年中に壱岐

への進出を表明されたところであります。１７日の意見交換の席では、この２社のほかに、さら

に別の３社も壱岐への進出を希望されているとのお話をいただいたところであります。これは、

本市のインバウンド推進、国際交流、企業誘致、雇用の拡大等の観点からもその意義は極めて大

きいと考えております。インド企業の本市進出の表明に当たりましては、山本県議のお骨折りと、

本市の自然環境や歴史文化、そして光ケーブル網や壱岐テレワークセンター等インフラの充実、

さらに有人国境離島法による雇用の創出等、充実した補助制度等について大きな可能性を感じら

れ、ビジネスチャンスと捉えていただいたところであります。具体的な内容につきましてはこれ

からでありますけれども、インド企業との友好な関係、信頼関係を構築しながら、協議を行って

まいりたいと考えております。 

 さて、本日提出しております案件は、壱岐クリーンエネルギー株式会社に係る経営状況の報告

案件、一般会計補正予算（第６号）、壱岐市固定資産評価員に係る同意案件の３件でございます。

何とぞ十分な御審議をいただき、適正なる御判断を賜りますようお願い申し上げます。 

 本年も、市民皆様の目線に立った市政運営に誠心誠意取り組んでまいります。議員各位、市民

皆様の御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げまして、開会に際しての御挨拶とさせてい
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ただきます。この一年、よろしくお願い申し上げます。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

────────────・────・──────────── 

日程第４．報告第１号 

○議長（小金丸益明君）  日程第４、報告第１号平成２９年度壱岐クリーンエネルギー株式会社に

係る経営状況の報告についてを議題とします。 

 本件についての報告を求めます。白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  本日提出した案件につきましては、担当部長及び課長にさせますので、

よろしくお願いいたします。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（小金丸益明君）  本田企画振興部長。 

〔企画振興部長（本田 政明君） 登壇〕 

○企画振興部長（本田 政明君）  報告第１号について御説明いたします。 

 平成２９年度壱岐クリーンエネルギー株式会社に係る経営状況の報告について、地方自治法第

２４３条の３第２項の規定により、別紙のとおり報告いたします。本日の提出でございます。 

 この報告につきましては、地方自治法施行令第１５２条第１項第３号に規定する一般社団法人

及び一般財団法人並びに株式会社への予算の執行の適正化等を図る観点から、公金をもって、資

本金等の４分の１以上、２分の１未満を出資している法人等で、壱岐市長の調査等となる法人を

定める条例第２条の対象法人でございます。昨年１１月３０日に定期株主総会が開催されました

ので、これを受けて報告するものでございます。 

 壱岐クリーンエネルギー株式会社への出資比率は２５.５％でございます。 

 ２９年度経営状況の報告でございますが、１ページから６ページは、事業経過報告書です。 

 ７ページ、平成２９年度発電事業実績表をお開きください。表の拡大をお願いいたします。 

 表下段に、２９年度実績を記載しております。中ほどに売電金額を記載しております。売電金

額合計は１,２８７万３,１６３円でございました。 

 前年度実績は２,８１０万７,７７１円でありましたので、対前年比３７.１％で、約

１,５００万円程度の大幅な減額となっております。 

 減額となった理由といたしましては、施設の老朽化により機器の故障が多発したこと、また、

３０年６月２９日発生の落雷により１号機、２号機の両機が故障、風力発電機のリニューアル時

期を考慮し修理を断念し、これ以降、稼働を中止したことによるものでございます。 

 次に、８ページから決算報告書でございます。 
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 ９ページは、監査報告書でございます。 

 １０ページをお開きください。貸借対照表でございます。 

 資産の部、流動資産は５,３９５万１,１０１円、固定資産は５,２９０万１５６円、繰り延べ

資産は６６０万４,５２６円で、資産の部合計が１億１,３４５万５,７８３円でございます。 

 次に、負債の部合計は７,９７７万８,２８４円。 

 次に、純資産の部合計は３,３６７万７,４９９円でございます。 

 なお、繰越利益剰余金は１,３６７万７,４９９円でございます。 

 負債及び純資産の部の合計は、１億１,３４５万５,７８３円でございます。 

 続きまして、１１ページをお開き願います。損益計算書でございます。 

 売上高は１,２８７万３,１６３円で、先ほどの７ページ、発電事業実績表で説明いたしました

売電金額でございます。売上原価は１,９５０万４,７９１円で、１２ページに内訳を記載してお

ります。売上総損失は６６３万１,６２８円で、販売費及び一般管理費の９１５万５６１円を加

えると、営業損失額は１,５７８万２,１８９円で、税引き後の当期純損失額は１,６４５万

５,４０６円となっております。 

 １３ページをお開きください。株主資本等変動計算書でございます。 

 当期末の純資産の部合計は３,３６７万７,４９９円となっております。 

 以上で、報告第１号の説明を終わります。 

〔企画振興部長（本田 政明君） 降壇〕 

○議長（小金丸益明君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  質疑がありませんので、これで質疑を終わります。 

 以上で、報告を終わります。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第１号 

○議長（小金丸益明君）  日程第５、議案第１号平成３０年度壱岐市一般会計補正予算（第６号）

を議題とします。 

 提出議案の説明を求めます。松尾財政課長。 

〔財政課長（松尾 勝則君） 登壇〕 

○財政課長（松尾 勝則君）  議案第１号平成３０年度壱岐市一般会計補正予算（第６号）につい

て御説明申し上げます。 

 平成３０年度壱岐市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億４,２５０万円を
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追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２９６億５３０万円としております。第２項は

記載のとおりでございます。本日の提出でございます。 

 ２から３ページをお開き願います。 

 第１表歳入歳出予算補正の款項の区分の補正額等については、記載のとおりでございます。 

 事項別明細書により、内容について御説明いたします。 

 まず、歳入について説明いたします。 

 ８から９ページをお開き願います。 

 １０款１項１目地方交付税で、今回不足する一般財源につきまして、普通交付税で４,２５０万

円を増額いたしております。 

 次に、１７款１項２目指定寄附金は、今回、ふるさと応援寄附金につきまして、寄附の申し込

みが当初の見込み額を大幅に上回ることとなったため、１億円を追加し、合計で３億円としてお

ります。 

 次に、歳出について説明いたします。 

 １月補正の主要事業につきましては、別紙資料の平成３０年度１月補正予算（案）概要で説明

いたします。 

 ２から３ページをお開き願います。 

 ２款１項６目企画費ふるさと応援寄附金につきましては、ただいま歳入のほうで説明をいたし

ましたとおり、今回の寄附申込額の増加に伴いまして、基金への積立金並びに寄附をしていただ

いた方へのお礼の品及びその送料、また事務処理手数料など係る経費につきまして、それぞれ所

要の補正を行っております。 

 以上で、議案第１号平成３０年度壱岐市一般会計補正予算（第６号）について、説明を終わり

ます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

〔財政課長（松尾 勝則君） 降壇〕 

○議長（小金丸益明君）  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  質疑がありませんので、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第１号については、会議規則第３７条第２項の規定により、委員会付託を

省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  異議なしと認めます。よって、議案第１号については、委員会付託を省

略することに決定いたしました。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから議案第１号を採決します。この採決は起立によって行います。本案は原案どおり決定

することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小金丸益明君）  起立多数です。よって、議案第１号平成３０年度壱岐市一般会計補正予

算（第６号）は原案どおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．同意第１号 

○議長（小金丸益明君）  次に、日程第６、同意第１号壱岐市固定資産評価員の選任についてを議

題とします。 

 眞鍋副市長の退場を求めます。 

〔副市長（眞鍋 陽晃君） 退場〕 

○議長（小金丸益明君）  提案理由の説明を求めます。白川市長。 

〔市長（白川 博一君） 登壇〕 

○市長（白川 博一君）  同意第１号について、御説明申し上げます。 

 壱岐市固定資産評価員の選任について、次の者を壱岐市固定資産評価員に選任するものでござ

います。本日の提出でございます。住所、壱岐市芦辺町箱崎諸津触２１１４番地。氏名、眞鍋陽

晃。生年月日、昭和３１年５月１５日。 

 提案理由でございますが、固定資産評価員の選任につきましては、地方税法第４０４条の規定

により議会の同意を得る必要がございます。御審議賜りまして、御同意いただきますようお願い

申し上げます。 

〔市長（白川 博一君） 降壇〕 

○議長（小金丸益明君）  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  質疑がありませんので、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。同意第１号については会議規則第３７条第２項の規定により、委員会付託を省

略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  異議なしと認めます。よって、同意第１号については委員会付託を省略

することに決定いたしました。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  討論なしと認め、これで討論を終わります。 

 これから同意第１号を採決します。この採決は起立によって行います。本件はこれに同意する

ことに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（小金丸益明君）  起立多数です。よって、同意第１号壱岐市固定資産評価員の選任につい

ては同意することに決定いたしました。 

 ここで、眞鍋副市長の入場を認めます。 

〔副市長（眞鍋 陽晃君） 入場〕 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議員派遣の件 

○議長（小金丸益明君）  次に、日程第７、議員派遣の件を議題とします。 

 会議規則第１６７条により、タブレットに配信しており、関係議員を派遣したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  異議なしと認めます。よって、議員派遣についてはタブレットに配信の

とおり決定いたしました。 

 以上で、予定された議事は終了いたしましたが、この際、お諮りします。 

 １月会議において議決された案件について、その条項、字句、数字、その他整理を要するもの

につきましては、会議規則第４３条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小金丸益明君）  異議なしと認めます。よって、そのように取り計らうよう決定いたしま

した。 

────────────・────・──────────── 

○議長（小金丸益明君）  以上で、本日の日程は終了いたしました。 

 ここで、議会報告会議の開催についてお知らせいたします。 

 ２月１３日水曜日、石田農村環境改善センター、翌日、２月１４日木曜日、芦辺町クオリティ

ライフセンターつばさにおきまして、いずれも午後６時３０分から開催いたします。地区に関係

なく参加できますので、多くの方々の御参加をお待ちいたしております。 

 以上で、報告を終わります。 

 これをもちまして、平成３１年壱岐市議会定例会１月会議を終了いたします。 
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 本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。 

午前10時28分散会 

────────────────────────────── 



- 14 - 

   

 

 

       地方自治法第１２３条第２項の規定により、署名する。 

 

 

              平成  年  月  日 

 

 

                                      議  長 小金丸益明 

 

 

                                      署名議員 山川 忠久 

 

 

                                      署名議員 豊坂 敏文 

 

 

 


